LUNCH SET MENU

Appetizer and salad bar

前菜とサラダバー

***
Green pea cream soup

グリーンピースのクリームスープ

***
Your choice from the following dishes

下記よりお好きなメイン料理を一皿お選びください

Served with roasted potato and sautéed asparagus
(except ‘The GRILL Burger’)

ザ・グリルバーガー以外のメイン料理にはポテトのローストとアスパラガスソテーを
添えて提供いたします。

Australian beef sirloin, pepper sauce

オーストラリア産牛ストリップロイン ペッパーソース

Kumamoto wagyu beef tenderloin

+ ¥5,000

熊本和牛テンダーロイン

Australian beef rib eye

+ ¥2,200

オーストラリア産牛リブアイ

Daisen chicken breast, rosemary natural jus

大山鶏胸肉 ローズマリーソース

Hiyoshi pork shoulder, mustard sauce

日吉豚肩ロース マスタードソース

Sea bream, white wine sauce

真鯛 白ワインソース

“The GRILL Burger”

ザ・グリルバーガー

Australian beef patty, iceberg, tomato, red onion, pickles
Mustard mayonnaise, brioche sesame bun, French fries

オーストラリア産ビーフパテ レタス トマト レッドオニオン ピクルス
からしマヨネーズ ブリオッシュセサミバンズ フレンチフライ

***
Dessert of the day

本日のデザート

or

または

Ice cream

アイスクリーム

Kyoto milk, strawberry or chocolate

京都ミルク ストロベリー または チョコレート

Coffee, tea

コーヒ－ または 紅茶

¥ 3,250

上記の料金に消費税とサービス料(13%)を加算させて頂きます
市場・天候等の状況により食材が変更になる事がございます
アレルギーや不耐性をお持ちの方はご遠慮なくお申し出ください

Above prices are subject to tax and a 13% service charge.
Menu items may change subject to availability and supply conditions.
Please do not hesitate to let us know if you have any allergy or intolerance.

DESSERT MENU
Dessert デザート
Strawberry tart, milk ice cream
Madagascar vanilla crème brûlée
Seasonal fruit

Warm apple pie with vanilla ice cream
Bitter chocolate soufflé glacé
Hazelnut, candied citrus, whipped cream, orange

Kyoto sundae
Uji matcha ice cream, warabi mochi, sweet black bean
Black sesame wafer, whipped cream

Ice cream and sorbet

￥850
￥950
￥950
￥950

ストロベリータルト ミルクアイスクリーム
マダガスカルバニラクレームブリュレ
季節のフルーツを添えて

あたたかいアップルパイ バニラアイスクリーム
ビターチョコレートスフレグラッセ
ヘーゼルナッツ 柑橘の砂糖漬け ホイップクリーム オレンジ

京都サンデー
￥1,000
￥420

宇治抹茶アイスクリーム わらび餅 黒豆
黒胡麻のウェファー ホイップクリーム

アイスクリーム シャーベット

Vanilla
Chocolate
Strawberry
Pistachio
Kyoto milk

バニラ
チョコレート
ストロベリー
ピスタチオ
京都ミルク

Raspberry

ラズベリー

Fruit platter
Selection of cheese
Fruit and nut bread, grape jam and truffled honey

￥1,380
￥2,000

フルーツ盛り合わせ
チーズの盛り合わせ
フルーツ・ナッツブレッド 葡萄ジャムとトリュフハニー

Coffee コーヒー
Black coffee / espresso
Café au lait / café latte / cappuccino
Iced café latte / iced cappuccino

￥850
￥900
￥900

コーヒー / エスプレッソ
カフェオレ / カフェラテ / カプチーノ
アイスカフェラテ / アイスカプチーノ

Tea 紅茶
Darjeeling / earl grey
Assam / English blend
Mint / chamomile / rose hip

￥850
￥850
￥850

ダージリン / アールグレイ
アッサム / イングリッシュブレンド
ミント / カモミール / ローズヒップ

上記の料金に消費税とサービス料(13%)を加算させて頂きます
市場・天候等の状況により食材が変更になる事がございます
アレルギーや不耐性をお持ちの方はご遠慮なくお申し出ください

Above prices are subject to tax and a 13% service charge.
Menu items may change subject to availability and supply conditions.
Please do not hesitate to let us know if you have any allergy or intolerance.

